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Reversible Spiked / Rubber Tipped Feet
For maximum slip prevention, the Spike Tip should be 
used. Loosen the Key Bolt until the Spike is easily turned 
then rotate the Spike downward. Tighten the Key Bolt to 
lock the Spike (Fig.11). 
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Hi-Hat Cup Tilt Adjustment
Turn the Knurled Knob to tilt 
the bottom cymbal to help 
prevent "air lock" between 
the cymbals (Fig.5). 

Tension Adjustment Nut Setting 
To adjust, rotate the Tension Adjustment Nut until the desired 
tightness/looseness of the cymbal is achieved. The Tension 
Adjustment Nut Allen Screw is set at the factory to retain 
settings and allow for 
adjustment during use. To 
lock setting into place, use 
the supplied Hex Wrench 
and tighten the Allen Screw 
rotating it clockwise. (Fig.4). 
To return the Allen Screw to 
the factory setting, ensure 
the Allen Screw is tight, then 
using the Hex Wrench 
loosen it by a quarter turn 
counter-clockwise.
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Footboard Attachment
Squeeze the Radius Rods together and insert the ends into 
the Holes in the Support Casting as shown. Loosen the 
Wing Bolt and spread the legs. Stand the hi-hat base 
vertically and set the bottom of the Support Casting square-
ly on the floor to form a solid tripod. Tighten the Wing Bolt 
to secure the Base section (Fig.1).

Swivel Leg Adjustment
The legs can be swiveled to the desired position. To do so, 
loosen the Wing Bolt and adjust the position of the legs. 
When set, make sure the tripod is stable and tighten the 
Wing Bolt (Fig.2).  
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ハイハットカップ角度調整
ノブを回してカップを傾ける
ことで、シンバル間の空気のこ
もりを解消します (図5)。

スプリングのテンション調整
スプリングのテンションはダイ
ヤルを回すことで調整できます。 
段階的に調整することでテン
ションのゆるみが防止される機
構になっています (図6)。
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メインポスト

リバーシブルスパイク / ラバーフィート
レッグ先端は、床の状況に合わせ、ラバーチップとスパイクが
選べます。スパイクが楽に回転できるようになるまでキーボル
トをゆるめ、スパイクを回したら再びキーボルトをしっかりと締
めてください (図11)。
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図11

ラジャスロッド

フットボード＆脚部のセッティング
フットボード下のラジャスロッドを握り、ラジャスロッドの先端
を左右ともメインポストのラジャスロッド接続部に差し込みま
す。 次にウイングボルトをゆるめ三本のレッグを開きます。メ
インポストが垂直に立っていることを確認したら、ウイングボ
ルトを締めて脚部を固定します (図1)。

スィーベリングレッグ
脚部はセッティングに応じて自由に回転することができます。
ウイングボルトをゆるめてお好みの位置に調整しましたら、
しっかりとウイングボルトを締めて固定してください (図2)。
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取扱説明書
この度は、H-1050ハイハットスタンドをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の機能を十分に発揮してお使いいただくために、この取扱説明書をぜひご覧ください。

PEARL HI-HAT STAND

H-1050
Instruction Manual

Congratulations on your purchase! 
To get optimum performance of your H-1050 Hi-Hat Stand, 

please read this Instruction Manual before playing.

PEARL HI-HAT STAND

H-1050

Tip
The Spikes are sharp and can cause serious personal or property 
injury. To prevent mishaps, use extreme care when handling the 
stand especially when the Spike Tips are exposed. A rug or carpet 
should be used to protect floor surfaces whenever the Spikes are 
used.

Tip
When changing the footboard angle, make sure that the Upper and 
Lower Pivots are parallel as shown in (Fig. 8) 

Tip
Test the stability of the hi-hat before playing. Readjust the legs as 
necessary to achieve a stable tripod before proceeding.

アレンスクリュー

Maintenance
The Base Tube is secured to the Support Casting with an 
Allen screw. In the event the Base Tube becomes loose, 
tighten the Allen screw with the provided hexagonal wrench 
to restore stability. 

Support Casting

Allen Screw

注  意
演奏の前に必ず脚部の安定を確かめてください。

注  意
フットボードアングルを変える際は、上下のジョイントピンが平行にな
るように（ねじれないように）ご注意ください（図8）。

注  意
アジャストナットのアレンスクリューのしめ過ぎは破損の原因となりま
すのでご注意ください。

注  意
レッグ先端のスパイクを使う際は、床に傷がつくので、カーペット等を
敷くことをおすすめします。 また、スパイクは尖っているため、人を傷つ
ける恐れがあります。 取り扱いには十分気をつけてください。

トラクションプレート / トラクショングリップの設定
フットボードに埋め込まれたトラクショングリップは、個別にと
りはずすことでフットボード表面の滑り具合を微調整すること
ができます。トラクショングリップをはずすには、付属の六角レ
ンチでトラクションプレートのネジをはずしてください。お好み
のセッティングになりましたらトラクションプレートを戻して、
ネジをしっかりと締めなおしてください (図9)。 また、トラクショ
ンプレートは上下逆に取り付けることもできます (図10)。

フットボードアングルの調整
フットボードの角度（踏み込みの深さ）を変えるには、キーボル
トをゆるめアジャストメントリングを回します。 角度が決まった
ら、再びキーボルトを締めて固定します (図7)。
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注  意
トラクションプレートの4本のネジは必ず均等に締めてください。 片締
めをして無理にネジを締めると、プレート、ネジ、さらにはフットボード
を破損するおそれがあります。
また、4本のネジは常に点検し、ゆるんだら六角レンチで締めてください。
トラクションプレートを取りはずした状態のままでは絶対に使用しない
で下さい。 ケガをする恐れがあります。

＜その他の注意＞

パイプ固定用のアレンスクリュー
図のように、脚部のパイプはアレンスクリューで固定されてい
ますが、演奏中の振動でゆるむおそれがありますので、必ず点
検し、付属の六角レンチでしっかりと締めてください。

注意
アレンスクリューがゆるんだ場合には、付属の六角レンチ
で締め直して下さい。また、チェーン、カムローラー、フッ
トボードヒンジなどの可動部分には時おり注油（グリス
等）してください。  
ベアリングへの注油に、粘性の低い潤滑油のご使用はお
控えください。 
フットボードヒール裏面のゴムは、ほこりなどが付着する
とグリップ力が落ちてしまいます。 その場合は湿らせた
布等で拭き取ってください。
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Traction Grip and Traction Plate Adjustment
The Traction Grip dots can be totally removed or inserted 
as needed to custom tailor the amount of traction for your 
personal playing style. To remove the Traction Grip dots, 
loosen the Allen Screws holding the Traction Plate with the 
provided hexagonal wrench and remove the Traction Plate 
from the footboard (Fig.9). The Traction Plate is also 
reversible to provide just the right amount of grip at either 
the front or rear of the footboard (Fig.10). 

Footboard Angle Adjustment
To change the footboard angle, loosen the Key Bolt and turn 
the Adjustment Ring. When the desired angle is achieved. 
re-tighten the Key Bolt to retain this setting (Fig.7). 

Traction Plate

Traction Grip dots

CAUTION
Periodically check all Allen Screws for tightness and 
tighten them with the provided hexagonal wrench as 
needed. 
Periodically lightly lube external moving parts such as 
the Chain, Wing Nuts, Wing Bolts, Key Bolts, and 
Footboard Hinge to achieve optimum performance 
from your stand. 
To maximize traction of the rubber mat beneath the 
heel plate, keep it clean and dust free using a damp 
cotton towel. 

上部の組み立て
脚部ダイカストジョイント内にあるコネクターに上部プルロッ
ドをねじ込んで接続します （図3-A）。 次に上部パイプをダイカ
ストジョイントに差し込み、高さを決めたらウイングナットを締
めて固定します。 ストップロックはキーボルトをゆるめてダイカ
ストジョイントまで位置をずらし、位置が確定したらキーボルト
をしっかりと締めなおしてください。 ボトムシンバルを上部プ
ルロッドに差し込み、ハイハットカップにのせます。 トップシン
バルを取り付けるには、まずラピッドロックユニットの二つのボ
タンを押して本体から取り外します。二枚のフェルトワッシャー
の間にトップシンバルをはさみ、ラピッドロックユニットを差し
込みます。この時ラピッドロックユニットのボタンがカチッと鳴
るまでしっかりと押し込まれていることをご確認ください (図
3-B）。 シンバルのしめ具合を調整するにはアジャストナットを
回してください。 トップシンバルを組み込んだハイハットクラッ
チをプルロッドに差し込
んでフットボードを踏み、
上下シンバルに適当な
間隔ができる位置で、ハ
イハットクラッチのウイ
ングボルトをしめて固定
してください。

図7 図8

アジャストメント
リング

キーボルト図4

アジャストナットの調整
アジャストナットは工場出荷時に演奏中緩まない程度の固さ
に調整されています。アジャストナットを完全に固定したい場
合は付属の六角レンチでア
レンスクリューをしっかりと
しめてください （図4）。 アレ
ンスクリューのしめ具合を
工場出荷の状態に戻すに
は、アレンスクリューがきつ
くしまった状態から90°緩
めてください。

Upper Section Assembly
Thread the Upper Pull Rod into the Connector inside the 
Die Cast Joint as shown in (Fig.3-A) and tighten securely. 
Insert the Upper Tube into the Die Cast Joint and set the 
height to your preference then tighten the Wing Nut. Set the 
Stop Lock by loosening the Key Bolt and sliding the Stop 
Lock against the Die Cast Joint, then retighten the Key Bolt. 
Thread the Lower Hi-Hat Cymbal through the Upper Pull 
Rod and place it on the Hi-Hat Cup. Pinch the two Levers 
located on the sides of the Rapid Lock Fastener to remove 
it from the Clutch. Assemble the top cymbal  as shown (Fig. 
3-B). Replace the Rapid Lock Fastener by pressing it onto 
the bottom of the clutch until a click sound is heard and the 
Levers are fully extended locking it into place. Gently tug on 
the Rapid Lock Fastener to ensure correct installment. If 
necessary, rotate the Tension Adjustment Nut to set the 
tightness/looseness of the cymbal. Place the bottom 
cymbal on the cup of the Hi-Hat stand, and mount the 
Rapid Lock Clutch with the Top Hi-Hat Cymbal attached to 
the Upper Pull Rod. 
Adjust the distance 
between the top and 
bottom cymbals to your 
preference then secure 
it into place by tighten-
ing the Wing Bolt.
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Spring Tension Adjustment
The spring tension can be 
adjusted quickly and 
precisely by turning the 
Spring Tension Dial. This 
innovative system features 
extended tension range 
and click-stops for 
slip-proof performance 
under the most demanding 
playing conditions (Fig.6). Fig. 6
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CAUTION
When putting the Traction Plate back, finger-tighten the four screws 
to prevent cross-threading; then tighten the screws securely. Do not 
use the Pedal without the Traction Plate mounted. It could cause 
injury to your foot.

CAUTION
Do not over tighten the Allen Screw on the Tension Adjustment Nut 
or damage to clutch threads may occur.
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